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アプリケーション コンテナ
アプリケーション コンテナは、エンドユーザに対するアプリケーションのプロビジョニングにテ
ンプレートを利用するアプローチです。各アプリケーション コンテナは、VMware および HyperV
仮想マシン（VM）やベア メタル サーバ（BM）の集合です。アプリケーション コンテナには、
管理者によって指定されたルールに基づく内部プライベート ネットワークがあります。アプリ
ケーション コンテナには 1 つ以上の VM または BM を含めることができ、外部クラウドまたはパ
ブリック クラウドにはフェンシング ゲートウェイ（たとえば、仮想セキュア ゲートウェイ）で
保護することができます。
Cisco UCS Director は、アプリケーション コンテナをサポートします。また、1 つ以上のネット
ワークや VM または BM でコンテナ テンプレートを定義できます。アプリケーション コンテナを
テンプレートから作成する場合、Cisco UCS Director は自動で VM または BM を導入し、ネット
ワークとアプリケーション サービスを設定します。Cisco UCS Director はレイヤ 2 変更の仮想ス
イッチと物理スイッチも自動で設定します。
アプリケーションをプロビジョニングするために Cisco UCS Director を設定する場合は、適切なポ
リシー、ワークフロー、テンプレートを設定した 1 つ以上のアプリケーション コンテナ テンプ
レートを作成します。アプリケーションコンテナテンプレートによって、エンドユーザ対してア
プリケーションをどのようにプロビジョニングするかが決定します。次のいずれか、またはすべ
てを定義できます。
• 物理サーバまたは仮想マシン
• 予約ストレージの量
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• 使用可能な最大 CPU
• 使用可能な最大メモリ
• オペレーティング システムのバージョン
• VLAN の範囲
• ゲートウェイまたはファイアウォール（必要に応じて）
• ロード バランサ（必要に応じて）
• 必要な承認（必要に応じて）
• アクセス制御リスト（ACL）ルールまたは他の L3 サービス（必要な場合）
• アプリケーション コンテナに関するコスト（必要に応じて）
Cisco UCS Director は複数のタイプのアプリケーション コンテナをサポートします。実装する必要
があるアプリケーション コンテナのタイプは、展開の設定によって異なります。アプリケーショ
ン コンテナの設定に必要な手順は、実装するタイプによって異なります。

アプリケーション コンテナのタイプ
さまざまな展開シナリオで使用されるアプリケーション コンテナ タイプは次のとおりです。
• フェンスド仮想：フェンスド仮想コンテナは、内部プライベート ネットワークを使用する
VM の集合で、管理者によって指定されたルールに基づいています。フェンスド コンテナ
は、パブリックまたは外部クラウドのフェンシング ゲートウェイによって保護されている 1
つまたは複数の仮想マシンを持つことができます。これは VM での使用に最も一般的なアプ
リケーション コンテナのタイプです。詳細については、このガイドの「フェンスド仮想コン
テナの設定」の章を参照してください。
• Virtual Secure Gateway（VSG）：Cisco Virtual Secure Gateway（VSG）コンテナ タイプは、強
化されたセキュリティを仮想環境で提供するために使用します。Cisco UCS Director を使用し
て、Prime Network Services Controller（PNSC）とともに、その内部ファイアウォール（Cisco
Virtual Security Gateway）を設定できます。このファイアウォールは、設定後、アプリケー
ション コンテナに統合されます。詳細については、このガイドの「仮想セキュア ゲートウェ
イ コンテナの設定」の章を参照してください。
• Application Centric Infrastructure Controller（APIC）コンテナ：APIC コンテナは Cisco APIC 展
開で使用します。APIC は、シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ
（ACI）に自動化、管理、モニタリング、およびプログラマビリティを提供する統合ポイン
トです。APIC は、インフラストラクチャの物理コンポーネントと仮想コンポーネントに対
して統一された運用モデルを提供し、あらゆるアプリケーションをどこからでも展開、管
理、モニタリングできるようにします。また、さらに大規模なクラウド ネットワークの中央
制御エンジンとなります。APIC は、ユーザ定義のアプリケーション要件とポリシーに基づ
き、ネットワークのプロビジョニングと制御をプログラムによって自動化します。Cisco UCS
Director により、Cisco APIC をサポートするアプリケーション コンテナを作成します。APIC
コンテナの詳細については、このガイドの「Cisco Application Policy Infrastructure Controller
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Container の設定」の章、およびこのリリースの『Cisco UCS Director APIC Management Guide』
を参照してください。
• ファブリック：ファブリック アプリケーション コンテナは Dynamic Fabric Automation（DFA）
ネットワークの配備に使用します。Cisco Unified Fabric Automation は、接続されたすべての
デバイスが同じホップ数で到達可能な、マルチステージのスイッチング ネットワークです。
Cisco Unified Fabric Automation 組織ファブリックにより、スケールアウト モデルを使用した
最適な拡張が可能になります。DFA ネットワーク内のアプリケーション コンテナの詳細に
ついては、このガイドの「ファブリック コンテナの設定」の章、および『Cisco UCS Director
Unified Fabric Automation Management Guide』を参照してください。

アプリケーション コンテナの表示
Cisco UCS Director でアプリケーション コンテナを表示するには、[ポリシー（Policies）] > [アプ
リケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。

[ポリシー（Policies）] > [アプリケーション コンテナ（Application Containers）] を選択します。
アプリケーション コンテナは、カラー スキームを使用してコンテナのステータスを識別します。
• 緑：すべての VM およびベア メタル サーバ（BM）の電源がオンの状態です。コンテナ設定に GW
が含まれている場合は、ゲートウェイ（GW）もオンになっています。
• 黄色：要求されたいずれかの BM がまだ進行中/エラー状態であるか、またはいずれかのアプリケー
ション VM がダウンしています。
• 青：コンテナのプロビジョニングが進行中です。
• グレー：VM と BM がコンテナにありません。
• 赤：GW を含めて、すべての VM および BM の電源がオフになっています。

サポートされているレイヤ 4 からレイヤ 7 のサービス
アプリケーション コンテナは単一層または多層アプリケーションのいずれかをプロビジョニング
するように設定できます。さらに、アプリケーションでプロビジョニングされる、ロード バラン
サまたはファイアウォールなどのアプリケーション サービスを追加することを選択できます。ア
プリケーション コンテナを作成する前に、これらのオプションのどちらを実装するかを決定する
必要があります。
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ファイアウォール（Firewall）
ファイアウォールは、アプリケーションに内部または外部ゲートウェイとして追加できます。ゲー
トウェイはファイアウォールを経由してアプリケーションに至るトンネルをリダイレクトして作
成します。ファイアウォールを使用する場合、ユーザはいずれかのアプリケーション VM の IP ア
ドレスを知っている必要はありません。代わりに、ユーザはゲートウェイの IP アドレスを使って
ログインし、アプリケーションまたはデータベース VM にリダイレクトされます。ゲートウェイ
を介して許可されるトラフィックの種類を定義するルールを作成することもできます。
階層型アプリケーションゲートウェイポリシーで使用するファイアウォールを定義します。その
後このポリシーは、アプリケーションコンテナテンプレートに組み込まれます。次のいずれかの
タイプのファイアウォールを追加できます。
• Linux VM：デフォルトのオプションでは、適切なファイアウォールと NAT ルールが VM 上
にプロビジョニングされます。
• Cisco ASA：この物理ゲートウェイでは、内部システムおよびアプリケーションそれぞれに
対して明示的に設定を行わなくても、単方向（内部から外部へ）の接続が可能です。
• Cisco ASAv：この仮想ゲートウェイは通常、アプリケーションのプロビジョニング中に、
ASAv 展開ポリシーを使用して VM テンプレートから展開します。ASAv では、内部システ
ムおよびアプリケーションごとに明示的に設定することなく、一方向（内部から外部）の接
続が可能です。
ロード バランサ
多層アプリケーション用にロードバランサを含めることができます。ロードバランサは、サーバ
間で通信とワークロードを管理します。たとえば、ロード バランサは、ユーザを識別し、いくつ
かのアプリケーション サーバの 1 つにユーザをリダイレクトして、どのアプリケーション サーバ
も過負荷にならないようにします。
サポートされているロード バランサの詳細については、『 Cisco UCS Director Compatibility Matrix』
を参照してください。
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